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庶行期間］ 2023年 7月 20 日（木） ～ 7月 26 日（水）

●最少催行人員：1名
●添乗員：同行しませんがJTBスタッフが乗船します
●食事：園6回・園5回•O6回
●フォ ーマル回数：1~2回

―= 

l 7/20（木） ［午 後］ MSCベリッシマ乗船
[l 8:00] 横浜（大黒ふ頭）出港 【船中泊】006

2 7/21 （金） ［終 日］クルージング 【船中泊l園国〇

3 7/22（土） ［終 日］クルージング 【船中泊】園国〇

4 7/23（日） [08:00] 基隆（台湾）入港
匪 JTB主催オプショナルツアー （別料金）

[15:00] 基隆（台湾）出港 ［船中泊l園国〇

5 7/24（月） [10:00] 那覇入港
匪 JTB主催オプショナルツアー （別料金）

[l 7:00] 那覇出港 【船中泊】園園〇

6 7/25（火） ［終 日］クルージング 【船中泊l園国〇

7 7/26（水） [l 5:00] 横浜（大黒ふ頭）入港
下船後、解散 園DD

美ら海水族館（沖縄県）囮利用

美ら海水族館は海洋博公園にある人気スポットのひとつ。
神秘に満ちた沖縄の生き物たちの雄大な世界が広がります。

日本発着最大

砿ベリッジマで航く

2023年夏休み利用のおすすめ2コース！
JTBスタッフも乗船するので安心！！

......................................................................................... 

日本

韓国
＊横浜

斉勺ン•/

内側キャビンは

1 万円の早期申込
割引の設定あり！

(2023年3月31日まで） ／
 

人気カテコリー 「バルコニーアウレア」は

JTB特典としてドリンクバッケージ付き！
※内容はP.9をこ参照ください。

ソ ‘ サンイルチュルポン

田城山日出峰済州島（韓国）囮利用

約10万年前の海底火山噴火によって誕生。韓国で初めて
ユネスコ世界自然遺産に登録されました。

休み
寄港地ではJTB主催のオリジナル
オプショナルツアーを設定予定！（別料金）

7日間の短い日程で台湾と沖縄（那覇）に行けるの
はMSCベリッシマだからこそ！
非常に珍しいコースです！

韓国のハワイと呼ばれる済州島、九州では
博多と熊本（八代）の2つの寄港地を訪れます。

［旅行期間］ 2023年 7月 27 日（木） ～ 8月 2 日（水）

●最少催行人員：1名
●添乗員：同行しませんがJTBスタッフが乗船します
●食事：園6回•1115回•O6回
●フォーマル回数：1~2回

―= 

l 7/27（木） ［午 後］ MSCベリッシマ乗船
[l 8:00] 横浜（大黒ふ頭）出港 【船中泊】006

2 7/28（金） ［終 日］クルージング 【船中泊】園国〇

3 7/29（土） [14:00] 済州島（韓国）入港
匪 JTB主催オプショナルツアー （別料金）

[21 :oo] 済州島（韓国）出港 【船中泊l園国〇

4 7/30（日） [09:00] 博多入港
匪 JTB主催オプショナルツアー （別料金）

[l 8:00] 博多出港 【船中泊】園国〇

5 7/31 （月） [07:30] 八代入港
囮 JTB主催オプショナルツアー （別料金）

[l 7:00] 八代出港 【船中泊】園国〇

6 8/1 （火） ［終 日］クルージング 【船中泊】園国〇

7 8/2（水） [08:00] 横浜（大黒ふ頭）入港
下船後、解散 園DD

メインダイニング
バルコニー ファンタスティカ

バルコニー・
シャワー付

CI JI Q 

バルコニー アウレア一 メインダイニング内
専用エリア DIKIR 

MSCヨットクラブデラックススイート

MSCョットクラブデュープレックススイート（メゾネット式キャビン）

バルコニー・
大型シャワー付

専用ジャグジ一

バス付パルコニー・
バスタブ付

MSCョットクラブ
専用レストラン
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港湾諸税（旅行代金とあわせて販売店にお支払いください）

九扮／墓隆（台湾） 鹿児島（鹿児島県） 八代（熊本県）
©熊本曝観光連盟

209.800円 ※港湾諸税のみ 209.800円 ※港湾諸税のみ

設定なし 台湾で大人気の観光スポット「九扮」。 仙巌園や天文館、 維新ふるさと館 日奈久温泉や八代城跡など、 魅力
ノスタルジックな雰囲気と街から見 などの歴史を感じる場所にご当地グ がいっぱいある八代市。2022年3

449.800円 る絶景はまるで映画の世界に入り込 ルメやインスタ映えスポットも多く、 月には大型客船も受入可能なくまモ
31.500円 設定なし んだような気分に。 多様な観光を楽しめます。 ンポート八代も完成しました。

549.800円

37,500円 37,500円＾ D .. 8歳案濤lの

（大人2名様以上で同室の場合） cc,lliS,祖掛諷嗚，． ;”'..(IIIE応：

＇す，枯ii辛罪同国イ'，it，か，ー』渇塁·i¥41
※旅行代金に記載されている価格は、 2名1室利用時の大人お1人様の代

金となります。• ※同室利用の3~4人目の18歳以上の方の旅行代金は、 全客室タイプに
おいて、 上記旅行代金の50％となります。• ※1名1室利用の場合、 追加代金を申し受けます。追加代金は全客室タイ
プにおいて、 上記旅行代金の100％となります。

※3~4名1室利用の客室数には限りがこざいます。リクエスト対応となる
場合がこ・ざいます。

※2歳～17歳：港湾諸税等、 船内チップ、 国際観光旅客税が必要です。
※6ヶ月～1歳：港湮諸税等のみ必要です。
※船内チップ：1名1泊あたり14.50USドル(2~11歳は7.25USドル）

と国際観光旅客税10USドルが船内会計に自動的に加算されます。2歳
未満の方はともに無料です。

1,1叫対9トi弔塁昼•関9.{：七しlfゎ，t渇塁•1i¥41

：ご雰孟言孟'”-日m-�
ト恥lえ塁•ii¥」I
※発着時間、 交通機関、 寄港地は場合によって変更となる場合があります。
※囮マークのついた寄港地ではJTB主催オプショナルツアー （別料金）をお
楽しみください。オプショナルツアーのお申し込みは乗船後となります。※オ
プショナルツアーの内容・料金は変更となる場合があります。※JTB主催オ
プショナルツアーは5月頃に発表予定です。※一部客室タイプはJTBでは取
り扱いがこざいません。※乗船に必要な新型コロナワクチン接種回数や条件
については決まり次第こ連絡いたします。

藝
函館（北海道） 境港（鳥取県）
334mの函館山の頂上から眺める 153体もの妖怪ブロンズ像が立ち
景色は格別。ほかにも金森赤レンガ 並ぶ水木しげるロ ードはもちろん、

倉庫や五稜郭など、 誰もが知る有 境港さかなセンターや由志園なども
名なスポットが多数あります。 多くの人が訪れます。

別府（大分県）
別府といえば名物・温泉の別府地獄
めぐり。ほかにもハーモニ ー ランド
や城島高原パーク、 砂場が有名な
竹瓦温泉など見どころ満載です。

4 ※写真はすべてイメ ージです。 ※写真はすべてイメ ージです。 5

tel:03-5377-1381
tel:03-5377-1381
http://www.cruiseryoko.com/toiawase.html
http://www.cruiseryoko.com/msc_cruise.kariyoyaku.html
http://www.cruiseryoko.com/toiawase.html
http://www.cruiseryoko.com/msc_cruise.kariyoyaku.html



